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はじめに
東日本大震災が発生した 2011 年に、日本の貿

易収支は 31 年ぶりの赤字となった。その後、現
在に至るまで日本の貿易赤字は続いている。貿易
赤字については、当初、福島第一原発事故に基づ
く一時的なものとみなされていた。その後、貿易
赤字は縮小するどころか拡大している。特に、円
安が定着した 2013 年以降も輸出は伸びることな
く、貿易収支は改善する気配がない。その一方で、
日本の上場企業は、リーマンショックを乗り越え、
過去最高益をたたき出していて好調だ。貿易赤字

の拡大と日本企業の収益拡大の関係についてどの
ように考えるべきだろうか。

もう少し長めの時間的視野から眺めると、近年
の日本の製造業は、中国などアジア地域と工程間
分業を形成することで貿易を増やしてきた。ただ、
2000 年に入って、とりわけリーマンショック以
降、アジア向けの資本財や中間財の輸出が低下し
ている。また、これまで日本のお家芸の一つで
あった電気製品は輸出が低下しただけでなく、国
内市場に輸入品が浸透している。スマートフォン
のように、はなから世界市場で存在感がない日本

Point
❶	 	日本の貿易収支は2011年以来、4年連続で赤字が続いている。当初は、貿易赤字は一時的な現
象としてみられていたが、赤字は縮小するどころか拡大しており、14年には12.8 兆円にまで膨
れ上がった。

❷	 	その間、「アベノミクス」の発動等によって円安が進行し、対ドルで3割以上、下落した。しかし、
輸出量が増える気配はない。

❸	 	貿易収支が改善しない背景として、日本の製造業の海外展開に加えて、「地産地消」の重視、事業
継続対応による輸入調達、一部産業での競争力低下がある。

❹	 	一方、企業収益は改善しているが、円安によるかさ上げによるところが大きく、ドル建てで売上高
を見た場合、日本企業の世界市場でのプレゼンス低下は続いている。

❺	 	今後、貿易収支は、油価などの低下もあって改善する。黒字転換するかどうかは判断が分かれると
ころだが、仮に黒字転換したとしても、以前の高いレベルまで到達しないだろう。
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製品もある。日本の産業・貿易構造は変化を遂げ
ていると言ってよさそうだ。

そこで、近年、とりわけリーマンショック以降
の日本の産業構造の変化と製造業の競争力に及ぼ
す影響についての論考をシリーズ物として連載す
る。本号では日本の貿易収支の動向と貿易収支の
増減をもたらす要因について分析したい。

東日本大震災があった2011年に
貿易収支は赤字に

日本は 1979 年と 80 年に第 2 次石油危機の影響
で貿易収支は赤字となったが、それ以降について
は 2011 年に至るまでの 30 年間にわたって貿易収
支黒字を記録していた（図表 1）。1981 年から
2007 年までの貿易黒字額の平均は 9.6 兆円とかな
りの規模である。長期にわたって貿易黒字を稼い
だ産業は、電機や輸送機器などの機械産業であっ
た。

それが 2011 年の東日本大震災をきっかけに、
貿易収支は 2010 年前年の 6.6 兆円の黒字から 2.6
兆円の赤字に転落した。輸出入の内訳をみると、
2011 年の輸出については 65.5 兆円と自動車を中
心に前年から 1.9 兆円減少したが、これは、震災
後にサプライチェーンが途絶したことで、自動車

等の生産が縮小せざるを得なかったことがある。
一方、輸入は 68.1 兆円と原油など燃料を中心に前
年から 7.3 兆円増加した。福島第一原発事故によ
る代替燃料の必要性と国内生産の縮小に伴う部品
輸入の増大が関係している。さらに、2011 年に原
油価格が上昇したことも影響している。油種に
よって異なるものの、2011 年の原油価格は 2010
年に比べて 2 ～ 4 割程度上昇している。

内閣府が 2012 年に発表したレポートによると、
2011 年の貿易赤字について要因分解したところ、
その 2 分の 1 は原油などの輸入価格の上昇要因、
4 分の 1 は燃料などの輸入数量の上昇要因、そし
て残り 4 分の 1 はサプライチェーンの途絶に悩ま
された自動車などの輸出数量の減少要因で説明さ
れるとした。つまり、2011 年の貿易赤字の転落は、
東日本大震災に基づく一時的な要因によるもので
あると考えられていたのである。

4年連続の貿易赤字を計上
2012 年以降も、貿易収支は赤字が縮小するどこ

ろか拡大する一途である。2012 年は 6.9 兆円、13
年は 11.5 兆円、そして 14 年は 12.8 兆円の貿易赤
字を記録した。輸出入の推移を見ても、輸入は
2012 年 70.7 兆円、2013 年 81.2 兆円、2014 年 85.9
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図表 1　貿易収支の推移

出所：小池拓自「貿易収支に見る産業構造の変化と政策」国立国会図書館「レファレンス」平成27年9月号
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兆円と急速に増大している。一方、輸出は 2012
年 63.7 兆 円、2013 年 69.8 兆 円、2014 年 73.1 兆
円と増えているものの、輸入に比べて伸びるペー
スが遅い。

東日本大震災による福島第一原発事故が発生し
て以来、原子力発電所は長期にわたって稼働停止
しており、火力発電燃料の輸入が増加している。
だが、これを貿易赤字の主因とすることはできな
い。確かに燃料輸入額は 2012 年以降も増加して
いるものの、それは高騰していた原油価格による
ものであって、輸入量そのものは大して増えてい
ないからだ。ちなみに、経済産業省が、燃料輸入
の増加による輸入額の増加について試算しており、
せいぜい年間で 2 ～ 3 兆円程度の増加に過ぎない
としている。つまり、この 4 年間の貿易赤字の増
大の理由は他にあるということだ。

円安が進んでも、輸出は伸びる気配なし
一方、2013 年前後から日本の経済環境は一変し、

順風が吹き始めている。2012 年 12 月に発足した
第 2 次安倍政権の「アノベミクス」の発動と、イ
ンフレターゲティング論者の黒田東彦氏の日銀総
裁への起用である。実際、為替相場は劇的に転換
している。黒田日銀総裁が 2013 年 4 月に質・量

ともに次元の異なる金融緩和を行う「異次元緩和」
を発表したことで、2012 年前半において 1 ドル＝
80 円台で推移していた円相場は、100 円台まで下
落することとなった。さらに、14 年 10 月に日銀
が追加緩和を行うと、円相場は一段と下落し、15
年 11 月時点現在、120 円台で推移している（図表
2）。ただ円安に転換した根底には、米国景気の回
復と欧州債務問題の改善に伴い、投資家のリスク
回避の動きが緩和したことがある。

従来であれば、円安の影響で輸出が増えて輸入
が減ることで貿易収支は改善に向かう。内閣府の
最新の短期日本経済マクロ計量モデルによると、
10％の円安は、輸出量を翌年、翌々年にそれぞれ
2％程度増やす効果があるとされている 1。だが、
実際には輸出量は増えていない。

図表 3 は、日本の輸出金額、輸出単価、及び輸
出量の推移を見たものである。輸出金額及び輸出
単価は円安の進行に伴って上昇しているものの、
輸出量は増えていない。2015 年 1 ～ 9 月の輸出の
月間平均と 2012 年の月間平均を比較すると、輸
出金額は 19％増加した。しかし、その輸出金額の
増加は輸出単価の上昇によるものであり、その間、
輸出量は増えるどころか▲ 2% とマイナスである。

確かに円安は短期的には貿易収支を悪化させる

1     ちなみに円安の輸入量に及ぼす影響は、同モデルの試算によると、ほとんど発生しないという分析結果となった。
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図表 2　主要通貨の対ドル推移

出所：米セントルイス連銀「FREDII」データベース
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出所：財務省「貿易統計」
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J カーブ効果を持つ。しかし、円安が 3 年半以上
にわたって進んでおり、輸出品の外貨建て販売価
格を引き下げることで輸出数量が伸びてもおかし
くない時期だ。しかし日本の輸出は伸びる気配が
一向にない。

1980年代後半から製造業は海外展開へ
円安が進行しても輸出が伸びない背景には、こ

れまで日本の製造業が行ってきた海外展開が大き
く関係している。

1985 年のプラザ合意以降の円高トレンドによっ
て、これまで国内生産を軸として事業拡大してき
た日本の製造業はコスト高に陥り、競争力が低下
した。そこで、豊富な労働力と安価な賃金で優位
に立つ東南アジアなどのアジア地域に目をつけ、
打開策として生産拠点を国内からアジア地域に移
し始めたのである。その後、情報通信技術が発達
し、国境を越えた生産や在庫などの管理が容易に
なったことで日本の製造業は精緻な国際分業を
行っている。国内にあった複数の生産工程それぞ
れをいくつかのアジア地域に移した上で、複数国
にまたがって材料や部品をやり取りして製品を効
率的に生産するようにしたのである。また、これ
らの部品や材料も当初は日本国内から供給してい
たが、次第に現地生産に切り替え、部品や材料の
現地調達率を上昇させている。このような国境を
越えた工程間分業の進展はアジア地域でしか見ら
れない現象である。

一方、日本の製造業の海外展開の進展は、輸出
用の国内生産能力を低下させ、円安の輸出拡大を
促す効果を弱めることとなった。

「地産地消」が円安効果を減衰
さらにここにきて円安の輸出への影響が見られ

なくなった理由として、日本の製造業が近年重視
する生産拠点等の立地戦略がある。需要のある海
外に生産拠点を置く「地産地消」であり、とりわけ、
リーマンショック以降、日本の製造業は「地産地
消」を推進した。

日本の製造業が「地産地消」を重視する理由と
して、近年、中国など新興国の高い経済成長が続
くことで一人当たりの所得が上昇し、同国内の市
場が拡大していることだ。先進国の経済成長が趨
勢的に鈍化する中で、日本企業はこういった新興
国の国内市場を開拓することで収益拡大につなげ
られると考えている。その場合、現地のニーズに
迅速に対応するために、需要のあるところに生産
拠点等を置く必要性が生じている。経済産業省の

「海外事業活動基本調査」によると、2013 年度の
現地法人売上高は 243 兆円と前年から 22％伸びて
過去最高の水準に達している。

日本企業が採用した「地産地消」という立地戦
略は、為替変動をリスクとしてとらえてその経営
への影響を最小化することに主眼が置かれてい
る。そのためこれまでの円安の進行は国内生産の
増加にほとんど影響を及ぼしていない。

円安でも輸出先価格を変更せず
ここで日本の製造業の海外生産比率を見てみよ

う（図表 4）。製造業の海外生産比率は 2000 年代
において上昇基調で推移している。リーマン
ショック後、一時的に停滞したが、その後は上昇
に転じており、2013 年度に海外進出企業ベースで
35.6％、国内全法人ベースで同 22.9％と過去最高
水準となっている。

製造業の海外生産比率が高まると、海外の市場
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図表 4　製造業の海外生産比率の推移

出所：経済産業省「海外事業活動基本調査」
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において日本からの輸出品のシェアが低下し、現
地生産された製品のシェアが上昇する。その場合、
円安が進行したからといって、現地で輸出品価格
を下げ、現地生産品価格を下げないというわけに
はいかない。どちらの製品価格も下げるか、維持
するかどちらかである。そうなると現地生産品の
シェアが高まるにつれて、円安を踏まえて製品価
格を下げるという選択肢はとりづらくなる。

実際、輸出先に売り渡す価格、つまり契約通貨
ベースでの価格をみると、円安が進行しているに
もかかわらず、若干下がったに過ぎない（図表
5）。それも、繊維品、化学製品、金属及び金属製
品で輸出価格を下げているが、競争力のある一般
機械や輸送機器の輸出価格は維持されている。し
たがって円安が進行しても、企業は契約通貨での
価格をさほど引き下げていないため、輸出量の拡
大につながっていないということがわかる。

輸入が構造的に増加
一方、輸入構造についても近年変化が 2 点見ら

れる。第 1 点は、東日本大震災以降の部品・材料
の輸入増加である。東日本大震災でサプライ
チェーンが寸断して供給制約が生じたために、こ
れまで国内調達していた部品や材料の一部を輸入
による調達に切り替えた。またこういったサプラ
イチェーンの途絶を避けて事業継続を図るために、
部品・材料の生産拠点を海外まで分散させており、
部品・材料や製品の輸入が増加している。鉱工業
生産の推移を見ると、依然としてリーマンショッ
ク前の水準まで回復していないが、国内にあった
生産拠点の一部を事業継続対応の観点から海外に
移したことが関係している。

第 2 点は、電気機器産業を中心に競争力が低下
し、海外製品の輸入が増加していることである。
これまで電気機器産業は貿易黒字の稼ぎ頭の一つ
であった。しかし、2000 年代に入って強さを誇っ
ていた薄型テレビや携帯電話などで海外勢との価
格競争に巻き込まれて競争力が低下し、これらの
電気通信機器の輸出が減少しただけでなく、輸入

が拡大している。電機産業の貿易収支を見ても、
2000 年代前半には平均して 6.8 兆円稼いでいた
が、2010 年代には同 2.8 兆円まで低下している。

好調な収益は見かけ倒しの一面も
一方、日本の企業収益は好調である。日本経済

新聞 2015 年 5 月 19 日付記事によると、2015 年 3
月期の上場企業の連結経常利益は前期より 6％増
加して、リーマンショック前の水準を上回り、7
年ぶりに過去最高益を更新している。　

企業収益が好調な背景に、内需の回復に加え
て、海外現地法人からの配当やロイヤリティの増
大や円安による海外の売上・利益のかさ上げ効果
がある。配当やロイヤリティ収入は 14 年度の配
当金収支が 4.4 兆円であり、ロイヤリティ収入は
13 年度で 2.5 兆円近くあり、14 年度も同程度の金
額が見込まれる。また円安が進行しても、海外で
の販売価格を引き下げないことから、円が安く
なった分そのまま海外での売上・利益のかさ上げ
につながる。かさ上げ効果について、名目実効相
場の上昇率がそのまま適用されるとして試算する
と、6％程度の海外売上・利益額の上乗せとなる。

このような営業外収入の増加を差し引き、日本
企業の本当の姿を追求すると、決して現在の日本
企業の実力は決して強くなっていない。現在の高
い企業収益の数値を真に受けて、日本企業の競争
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力は回復していると判断するのは非常に危険とい
えよう。ちなみに、「フォーチュングローバル
500」2015 年版を見ると、ドル建ての売上高でラ
ンクインした日本企業の数は 54 社とこの 20 年間
で最低レベルとなっており（図表 6）、日本企業の
競争力は回復しているどころか、退潮傾向が依然
として続いている。

このような状況の中で、日本企業が現在の好調
な企業収益をテコにして、グローバル競争で勝ち
抜くための方策を早急に打たねば、近い将来に禍
根を残すことになるだろう。

貿易黒字に転換しても、小幅にとどまる
ただ貿易収支の赤字について言えば、2015 年に

入って縮小する兆しを見せている。原油などの天
然資源などの価格が 2014 年後半から低下してお
り、輸入額の減少が見込まれるからだ。そのため
2014 年に 12.8 兆円を記録した貿易赤字は、15 年
には 3 ～ 4 兆円程度まで縮小すると予想される。

このまま日本の貿易収支が黒字に転換していく
かどうかについては、判断が分かれる。引き続き
輸送機械産業や一般機械産業などは国際競争力を
維持しているほか、国内回帰による製品の国内生
産や材料・部品の国内調達への切り替えも輸入を
減少させる。ただ大量の燃料輸入は当面続くと見
込まれており、電気機器産業の競争力もそう簡単

に回復するものではない。また中国は投資から消
費への経済構造の転換期にあるため、日本が強み
としてきた中間財や資本財の中国向け輸出は今後
低下するだろう。さらにドイツや韓国などの企業
や中国などの地場企業との激しい競争も待ち構え
ている。そうした状況を考慮すると、仮に世界経
済が回復して輸出が伸びて貿易黒字の転換に成功
したとしても、その額は以前よりもずっと小さな
ものにとどまるのではないか。

次号以降では、産業別に日本の競争力の現状を
確認するとともに、ライバル国の強さについて見
ていきたい。
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図表 6　 フォーチュングローバル 500 の日米中企業
のランクイン数

出所：フォーチュン誌

日本の貿易収支は黒字に復帰するのか


